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平成２５年度秋田県総合政策審議会 第２回農林水産部会 議事録要旨 

 

１ 日 時  平成２５年８月１日（木）１３：３０～１５：３０ 

 

２ 場 所  秋田県教育会館 ４０１会議室 

 

３ 出席者 

 

農林水産部会委員（審議会委員、専門委員ごとに五十音順） 

【審議会委員】 

菊 地 成 一   （秋田県木材産業協同組合連合会理事長） 

橋 本 一 康   （菊地建設株式会社代表取締役） 

藤 岡 茂 憲   （有限会社藤岡農産代表取締役） 

   【専門委員】 

鷹 田 芳 子   （「ふれあい直売十文字」代表） 

田 村 誠 市   （農事組合法人中仙さくらファーム代表理事） 

千 葉 文 士   （株式会社アルク代表取締役） 

長谷川 清 仁   （ＪＡ新あきた営農センター長） 

 

   県 

奈 良   博   （農林水産部次長） 

土 田 正 広   （参事（兼）畜産振興課長） 

熊 谷   譲   （農林水産部農林政策課長） 

難 波 良 多   （農林水産部農業経済課長） 

藤 原 元 吉   （農林水産部農山村振興課長） 

渡 辺 兵 衛   （農林水産部水田総合利用課長） 

齋 藤   了   （農林水産部園芸振興課長） 

倉 部 明 彦   （農林水産部農地整備課長） 

大 竹   敦   （農林水産部水産漁港課長） 

小 川   正   （農林水産部林業木材産業課長） 

佐 藤 龍 司   （農林水産部森林整備課長） 

 

４ 部会長あいさつ 

 ＴＰＰ交渉が加速し、国内外は激変期に突入しようとしており、日本の農政も大きな変わり目を

迎えている。交渉の状況に関する情報はなかなか入らないが、国では新しい政策づくりを着々と進

めており、大きな動きとして２つある。 

１つは、「農地中間管理機構」の整備であり、早ければ今年度内に補正予算を組んで、これに取

りかかるようである。規制改革会議でも、農協よりも農業委員会に着目しているようで、８月22日
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に開催される農業関係をテーマとする会合では、農業委員会について議論されるようである。これ

まで農地の売買・賃借は、農業委員会の許認可事項であったが、法改正により、農業委員会の役割

や農地制度が大きく変わると見られる。 

 もう 1つは、農業災害補償制度の見直しである。これは、自然災害等により農作物・畜産物等へ

の損害が発生した場合に補填する公的制度だが、これを改正して、民間保険会社の参入を可能にす

ると見られている。既に大手保険会社２社が参入の意思を表しているようだが、アメリカ政府から

相当な圧力がかかっているのではないかと思う。先日、日本郵政とアメリカンファミリー生命保険

会社の事業提携が発表されたが、日本が重要５品目の関税撤廃例外を求めるにあたってのバーター

として、ある分野での相当な譲歩を迫るものと思われる。 

 こういった動きを注視しながら、秋田県農業はこの転換期をどう乗り越えていくのかということ

で、例年以上に農業政策の有効性が問われていることから、委員の皆さんには、活発な議論をお願

いしたい。 

 

５ 議事要旨 

（１） 第１回農林水産部会での意見について 

 

□事務局（農林政策課長） 

・資料により、第１回農林水産部会での委員からの意見と県の取組状況、戦略骨子案たたき

台への反映状況等について説明 

 

●藤岡部会長 

 事務局からの説明に関して、ご意見やご質問などはあるか。 

 前回欠席した鷹田委員から、付け加えたい意見などはないか。 

 

◎鷹田委員 

 担い手対策について、今、県や市では、新規就農者を対象に給付金を支給しているが、私

の地域で実際にその制度を利用しているのは役場や農協の職員の子どもが多いようで、あま

り有効活用されていないのではないかと感じる。 

 制度の運用状況はどのような具合か。 

 

□事務局（農林政策課長） 

委員がおっしゃったのは、国が 24 年度からスタートした青年就農給付金制度だが、経営

開始前の最長２年間と経営開始後の最長５年間、新規就農者に対して、不安定な所得を下支

えするために年間 150万円の給付金を支給するものであり、財源は国が 100％負担している。

24年度は合計 130名の新規就農者がこの制度を活用しており、25年度は約 190名からの活

用の希望がある。給付の認定は市町村が行っているが、要件を満たしていない者への給付に

ついては、当然、国から返還要求がなされるため、市町村では申請者が要件を満たしている

かどうか厳しくチェックしている。県でも、新規就農者の定着を促進するため、市町村と連
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携して、青年就農給付金の活用を積極的に推進するとともに、国民の血税に支えられている

この制度の適正な運用に努めてまいりたい。 

 

（２） 第２期ふるさと秋田元気創造プラン「戦略２ 農林水産戦略」（仮称）について 

 

□事務局（農林政策課長） 

・資料により、第２期ふるさと秋田元気創造プラン「戦略２ 農林水産戦略」（仮称）骨子

案のたたき台について説明 

 

●藤岡部会長 

 事務局からの説明に関して、ご意見やご質問を伺う。 

 戦略１から６まであるが、内容が盛りだくさんであるので、効率よく進めるために、戦略

１から４までの農業関係、戦略５の林業・木材産業関係、戦略６の水産業関係の、３つの分

野毎に議論してまいりたい。 

 はじめに、農業関係についてのご意見、ご質問はあるか。 

 

◎田村委員 

「戦術１“オール秋田”で取り組むブランド農業の拡大」にある、“えだまめ日本一”の

実現に向けた取組については、強力に進めてほしい。本県は、全国的産地として定番となっ

ている野菜がないが、定番と言える品目ができれば、その知名度を足がかりに他の品目の産

地化もスムーズに進めることができる。えだまめは、日本一の産地になることが可能な品目

だと感じているので、まずはそれを実現させた上で、流通・販売体制などの改善も図ってい

ってほしい。 

また、リンドウに関しては、育苗の生産ができないところが本県の弱みだ。野菜も花きも

同じで、確実に収入になるのは育苗であるが、本県の場合、リンドウの育苗は他県から購入

しており、一番手間がかかる上に収益性がそれほど高くない栽培の部分を担っている。リン

ドウによる収入を増大させたいのであれば、育種から取り組むべきである。 

 

□園芸振興課長 

 えだまめは、８月から 10 月の東京都中央卸売市場において２年連続で出荷量日本一とな

っているが、年間を通した出荷量では、まだ日本一になっていない。日本一の実現に向けて、

長期出荷が可能となるような品種構成により年間出荷量の拡大を図るとともに、販売につい

ても、出来るだけ高い取引価格を確保できるように対策を講じてまいりたい。 

 花きの育種については、県の農業試験場でも行っているが、流行り廃りが激しいために、

民間の育種を活用した方がいいのではないかという意見もある。リンドウに関しては、23

年度から３年間、長野県の民間種苗会社への委託により本県オリジナル品種の育成に取り組

んでおり、お盆用として２品種、彼岸用として１品種の開発に目処がついたところである。

確かに、「種を制する者は世界を制する」と言われるように、育種は大きな利益を生み出す
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部分である。オリジナル品種が完成した暁には、県の花き種苗センターで育苗し、出来るだ

け安い価格で農家の方々に供給できるようにしたい。 

 

◎千葉委員 

 地球温暖化問題が顕在化しており、農産物の生育形態もだいぶ変わってきていると感じて

いる。10 年後、更に温暖化が進行していれば、現在、品種等の研究を進めている作物も期

待通りに育たなくなってしまうのではないかと懸念している。山梨県のワイナリーを訪ねた

際に、温暖化の影響でぶどうの品質が落ちているという話を聞いた。今後の政策では、気候

条件の変化を十分に考慮して、試験研究や作物の生産を推進していく必要がある。 

  

□農業試験場企画経営室長 

 水稲の育種に関しては、昨年度から、地球温暖化対策に取り組んでおり、育種システムの

中に高温耐性に関するチェック項目を追加している。山形県の「つや姫」や九州の品種は高

温に強いと言われているが、それに負けない品種をつくるべく、高温耐性の試験を行ってい

る。野菜など水稲以外に関しては、まだ取り組んでいない。 

 

◎橋本委員 

 質問だが、前回、県産牛の有利販売に向けて統一ブランドを確立するというお話があった

が、えだまめなどの野菜については、どのような販売手法をとっているのか。 

 

□園芸振興課長 

 えだまめについては、“秋田のえだまめ”という統一したパッケージを使用して販売して

いる。秋には、「あきた香り五葉」という香りが強い品種が出るので、“あきたの香り豆”と

いうパッケージで統一している。 

 ねぎについては、今年から、“あきた美人ねぎ”という統一した愛称で売り込むことにし

ている。 

 

●藤岡部会長 

 えだまめは、夏から秋まで何種類の品種が出ているのか。 

 

□園芸振興課長 

 極早生、早生、中早生、中生、中晩生、晩生の６作型で、15 品種ほどが栽培されている

が、そのうち本県のオリジナル品種は４品種である。 

 

●藤岡部会長 

 長谷川委員からは何かあるか。 
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◎長谷川委員 

 本県の農業が米偏重と言われる中で、転作を進めつつ収益性を向上させるため、県からは、

えだまめやアスパラガス、ねぎの促成栽培等の取組を支援していただいている。ネギは生産

量の８割近くが県北産地のものであるが、“オール秋田”でブランドや規格を統一して出荷

することが重要だ。 

 ダリアについては、民間育種家が秋田にいるということで、秋田の土地に適応した品種が

出来ており、九州、福岡あたりの市場関係者からも、発色が非常に良いと評判である。ダリ

アの栽培時期は、ブライダルなどでの需要が高い９月から 11 月が中心であるが、加温する

ことにより周年栽培が可能ということで、農業試験場跡地において地熱を利用した冬期栽培

の実証が進められているところである。温度をいくら保っても、光がないと花びらの枚数が

確保できないので、ボリューム不足だという指摘もあるが、概して、県産ダリアの評判は高

い。一昨年からは、県の花き種苗センターと育種家が連携して県オリジナル品種「ＮＡＭＡ

ＨＡＧＥダリア」シリーズの育成に取り組み、出荷拡大を進めているが、これについては、

販売戦略が大変功を奏している。今年は、ブライダルでの需要拡大に向けた取組を行うこと

になっているはずだが、マスコミ等をうまく活用して、県外だけでなく、地元での需要の創

出も進めてほしい。 

 加工については、野菜の加工による６次化、特に２次加工は難しいと実感している。私ど

もＪＡも直売所を持っていて、野菜や花、果物を販売しているが、実は販売額の３割ほどは

漬け物や大福などの３次加工品であり、農産物が余りない時期も含めて、年間を通してお客

さんに来てもらっている。今年７月の実績を言えば、来店者数は前年比 110％と伸びており、

客単価も一人あたり約 1,200円とかなり高いのだが、２次も含めて、加工部門をどう展開し

ていくかということが懸案事項だ。 

学校給食については、秋田市の場合、県全体の３割の児童を有しており、１日 27,000食

くらいつくられている。ＪＡ新あきたでは、じゃがいもの提供に取り組んでいるが、生産者

は秋の段階でできるだけ在庫を処分してしまいたいので、給食のない夏休み期間中はどうす

るかという問題があった。そこで、加工業者と相談し、コロッケに加工しようということに

なったが、１次加工は県内でできるものの、揚げる工程は仙台で行わなければならず、それ

を買い戻して、学校給食で提供する、というような方法になってしまった。加工に回ると、

生産者の手取り収入は少なくなってしまうだろうと思ったのだが、実は、生食と同じで、キ

ロ 120円くらいになるし、冬場の１月、２月まで十分に提供できるというメリットもある。

加工に取り組む場合、我々ＪＡも生産者もだが、どこに相談してよいか分からず困ることが

多い。６次産業化を支援するにあたっては、加工業者等との情報交換や交流の機会を多く設

けていただきたい。 

 

□園芸振興課長 

ネギの販売については、今年実施する食品メーカーなど実需者のニーズ調査を踏まえ、販

売戦略会議において規格の統一等も含めた対応を検討してまいりたい。 

ダリアの育種については、秋田市に著名な育種家がおり、連携して進めてきたところであ
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るが、全国の市場関係者にも顔が利く方なので、引き続きそのネームバリューを生かした販

売を進めてまいりたい。 

 

□農業経済課長 

６次産業化については、秋田県の場合は特に食品加工が弱いと以前から言われており、農

業者自らによる取組はもちろん、プロの加工事業者等と連携した取組を促進していく必要が

あると考えている。県では、７月 24日に生産者団体や商工団体、流通関係者等による「６

次産業化推進会議」を立ち上げたところであるが、県内の１次産業や２次産業、３次産業が

垣根を越えて連携できるよう、マッチングのための交流会なども企画してまいりたい。 

なお、国においても今年度、６次産業化ネットワーク交付金という支援制度を立ち上げ、

異業種連携を促進する方針をとっているところである。 

 

◎千葉委員 

 “連携”ということで、私どもの会社の事例を申し上げると、昨年度、県から支援を受け、

乾燥・冷凍施設を整備して、学校給食への販売に取り組もうとしたのだが、量が足りなかっ

たことから、今年１月、仙北市の協力を得て連携してくれる農家を募り、現在、14人の方々

に計画生産に取り組んでいただいている。品種を統一して、カボチャとインゲン、キヌサヤ

を生産してもらっているのだが、連携をとるとお互いの意識が高まるし、買取先があるとい

うことが農家の経営意欲の向上にもつながっていると感じている。今は、学校給食だけでな

く、病院関係の方からも「出来るだけ地元の物を使いたい」と、オファーが来ている。こう

いった連携を進めるには、行政の支援が重要だ。 

また、先ほど長谷川委員がおっしゃったように、秋田には２次加工の業者がいない。私ど

もにも、カボチャやえだまめをコロッケに加工して卸してほしいという依頼があるが、それ

には、仙台市などの業者に依頼しなければならない。県が２次加工施設の整備への支援や２

次加工業者の誘致を行えば、農業振興にもつながると考える。 

 

●藤岡部会長 

    基幹作物である米をどうするかということも非常に大きな課題だ。前回も少し申し上げた

が、「あきたこまち」は食味も良く人気もあり、品種として申し分ないのだが、今の市場が

求めている米は、良食味のいわゆるコシヒカリ系統の米一辺倒ではない。個人の消費者には

そういう嗜好もあるが、米の消費は個人から中食・外食産業へとどんどんシフトしており、

そこでは、良食味であることが必ずしも重要ではなく、むしろ価格がポイントになっている。

コストを下げるには、多収量を確保することであり、水稲直播などの栽培技術の活用はもち

ろん、多収品種を栽培するのが一番だ。減反政策が始まってからは、収量を追求することが

タブーになっているきらいがあるが、中食・外食産業のうちそれほど食味を求めていないグ

ループへの販売戦略として、今こそ、多収・低コスト米の生産を進めていくべきではないか。 
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□水田総合利用課長 

    藤岡委員がおっしゃるように、家庭食としての消費は減る傾向にあり、中食・外食産業で

の消費が伸びていることから、そこでは需要拡大の余地がある。「あきたこまち」はそれと

して、ブランド力の底上げを図る必要があり、粛々と取り組んでまいるが、多収米について

は、秋田 63 号が超多収品種であり、現在のところ、飼料用米や加工用米として流通してい

る。これは、多収性の遺伝子ゲノムを活用してできた品種であるが、この遺伝子ゲノムを活

用した育種に引き続き取り組むとともに、63 号の特長を引き継いでいる秋田 107 号につい

ても、活用方法を検討していきたい。 

 

◎鷹田委員 

    戦術３の「方向性③地産地消の取組の強化」に関して、「直売所の集客力の向上」は我々

直売所が努力しなければならないことだと思う。「学校給食への食材提供の拡大」について

は、先日、横手市で関係者による会合が開かれ、地場産食材の活用を進めるよう我々も要望

したところだが、どうも、栄養士の方の一存で決まっており、積極的に地場産を活用してい

るところと、そうでないところがあるようだった。教育委員会等を通じて活用方針を統一す

ることはできないか。 

    また、私の家では、福島県二本松市の食品加工業者に月２～３回、88キロのエリンギを卸

しているが、業者はそれを７ミリくらいにカットし、ハンバーグに練り込んで、学校給食用

として秋田県内に出荷しているようだ。長谷川委員や千葉委員がおっしゃったように、とに

かく、秋田には加工施設がない。加工施設がなければ、地産地消も進まないだろう。 

 

□農業経済課長 

鷹田委員がおっしゃったように、学校給食では栄養士の権限が非常に強く、学校によって

使う食材や規格が変わってくる。県では今年、特に地場産活用率が低いたまねぎ、にんじん、

じゃがいもの重量野菜を取り上げ、学校給食向けの生産・流通モデルの実証を由利本荘市と

大仙市で行っている。現在、実際の活用に向けて、栄養士の方も含めた関係者と協議してい

るが、コストや規格といった課題が見えている。これをどう解決していくのか検討し、栄養

士の方も納得する方法で学校給食での地場産活用を進めてまいりたい。 

加工施設の確保については、多数の委員がご指摘のとおり、本県が以前から抱えている大

きな課題の 1つである。県では、学校給食向けの商品開発を促進するため、冷凍野菜などを

開発して学校給食で導入した場合には一定の補助をするという事業も行っている。県産果実

を使用したジャムや豆腐入りハンバーグなど、様々な商品がつくられており、今後も、こう

した商品開発を支援してまいりたいと考えている。また、先ほど申し上げた６次産業化ネッ

トワーク交付金は、農業者自身が取り組む場合だけでなく、農業者との連携により食品加工

業者が施設整備を行う場合も対象となるため、この交付金も活用しながら、食品加工基盤の

底上げを図ってまいりたい。 
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●藤岡部会長 

 他産業から見たご意見として、菊地委員から何かないか。 

 

◎菊地委員 

    農業も林業・木材産業も同じで、日本の中だけでの販売を考えていては駄目だというのが

私の基本的な認識だ。日本の人口は現在、年に 28万人ずつ減少しており、2030年以降は 100

万人ずつ減少すると言われているが、これは毎年、秋田県がなくなるのと同じ規模で減少が

進むということである。加えて、高齢化により一人あたりの消費量も落ちていくわけだから、

将来の輸出に向けて、今から海外に足場をつくる努力をしておくべきだ。私自身も中国に木

材を輸出しているが、誰かが細々とでもやらないと、未来につながらないという考えで取り

組んでいる。誰かが行って、誰かがやっていることで、ようやく入ってくる情報がある。品

川のアンテナショップの半分でも良いから予算をとって、海外にアンテナショップを置けば、

売れる商品は必ずあるはずだ。私はこれまで中国に 100回は行っているが、現地の工場の賃

金は 13年前の３倍になっている。今や中国は、“つくるところ”ではなく“売るところ”だ。

日本人より高い給料を貰っている人が、ほぼ日本の人口と同じだけいて、高い食品を買って

いる。例えば地方のデパートの食堂では、1000円くらいする料理が普通に食べられており、

日本と同じレベルの経済水準になってきていると実感している。 

    また、中国人の間で日本製の電気炊飯器が売れているが、「高い炊飯器なのに全然美味し

くない」と彼らは言う。どこかの美味しくない米を炊いているのだから、当然のことであり、

例えば、電機メーカーと組んで炊飯器と一緒に「あきたこまち」を売れば、中国人も必ず美

味しいと言うだろう。米を輸出するには、単独ではなく、異業種と連携して進めることがポ

イントではないか。 

日本酒の国内販売量は最盛期の３分の１になっているが、輸出はこの 10年で２倍になり、

78億円も売上げている。輸出は簡単なことではないが、将来は不可欠だ。誰かが少しずつで

も続けていることで、情報が入り、そこから広がりがでるので、県にも、上海市に秋田の食

材を並べる場所をつくっていただきたい。 

 

□秋田うまいもの販売課まるごと売込み班長 

非常に貴重なご意見をいただき感謝する。 

農産物に限って申し上げると、本県の主要な輸出先は香港、台湾、シンガポールであるが、

委員がおっしゃるように、中国のマーケットとしての重要性が増している。先般、国内のあ

る大手電機メーカーの方から話を聞く機会があったが、中国に精米施設を設け、主に新潟の

米を精米して出しているとのことで、希望があれば本県もということであった。その方が言

うには、香港では基本的に米は煮て食べ、炊飯器で炊くことはまれとのことで、輸出は、調

理方法の違いを十分考慮して進めることが重要だと認識したところである。我々も来年度以

降、現地の調理方法等を綿密にリサーチし、どういった食べ方を提案すれば売り込む上で効

果的か研究したいと考えている。 

日本酒の輸出についても私どもの課で担当しているが、海外では日本酒ブームで、特に欧
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米で消費量が増えている。ただ、国内需要の衰退により、県内の蔵元は多いときで 50 以上

あったのが 39 に減っており、国内需要を増やしたい蔵元と、海外に販路を見つけたい蔵元

とで分かれている。今後は、蔵元の意見も尊重しながら、どのようなかたちで“オール秋田”

の取組を進めるのか検討し、販路拡大に向けて、戦略的な対策をとってまいりたい。 

 

◎千葉委員 

香港は外食文化で、自宅で料理して食事するということはまずないので、そういった点も

踏まえた販売戦略が必要である。 

「あきたこまち」の輸出に関しては、残念なことに中国では、現地業者によって「あきた

こまち」が商標登録されていて、輸出する際にこのブランド名を使うことはできない。ご存

じのとおり、中国に輸出するにはどんな商品でも商標登録が必須である。 

また、取引している香港の伊勢丹からいちごが欲しいと言われ、たまたま仙北市で誘致し

た企業が夏イチゴをつくっているので、そこの専務とも相談したのだが、やはり、秋田は物

流が弱く、足の早いイチゴは輸出できないことが分かった。福岡の場合は、１日で香港やシ

ンガポール、中国に届くが、秋田の場合は香港まで３日かかるので、輸出するには日持ちの

する物でなければならない。現在、北海道において、大学、国交省、道、物流企業等の産学

官連携により、道内の生産者・販売者から香港、台湾、シンガポールの実需者に直接、道産

農水産品・加工品を輸出できるシステム「国際輸送プラットホーム」の構築が進んでいる。

集荷や配送はもちろん、通関手続きや検疫も同プラットホームの窓口が生産者に代わって行

うため、小口での恒常的な輸出取引が容易となるもので、物流企業としては現在、ヤマト運

輸グループが参画している。配送費用は、香港・台湾の場合、道内のどこからでも１箱 9,000

円で、この他、サービス使用手数料として販売価格の９％と、国によって関税が必要となる。

このような取組を秋田県でも進めてもらえれば、輸出は伸びる。 

 

◎菊地委員 

おっしゃったように、特に中国などのアジアの発展途上国の場合、輸出はとにかく大変だ。

国によっては、検疫や通関手続きで２週間以上止められることもあるが、難癖をつけられ、

なぜ止められるのかもわからなかったり、店先に並ぶ前には商品検査料というよく分からな

い名目のお金を徴収されたりする。そういう様々な問題にぶつかるのが外国貿易であり、誰

かが実際に取り組むことによってのみノウハウが得られ、他の事業者にも広めていくことが

できる。ノウハウがなければ必ずトラブルになり、輸出への意欲もそがれる。県には、ノウ

ハウの蓄積も含めて、今後の輸出拡大に向けた仕組みづくりをお願いしたい。 

 

◎田村委員 

６次産業化の話に戻って恐縮だが、６次産業化は「機構（生産、流通の仕組み）改革」だ

と私は考える。食品加工業者が主体となる農商工連携については、取引相手が変わるくらい

で、機構そのものに変化はないし、１次産業はビジネスが余り上手ではないため、余りメリ

ットがないと感じる。昨日開かれた６次産業化の会合では、食品加工業者の方から農家は生
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産面で頑張るべきだという意見もあったが、私としては、生産者が６次産業化によって生き

残るには、機構が変わらなければならないと思う。昨日は、とある事業者がカット野菜を売

り込んだのだが、使えないと言われていた。カット加工といっても、スーパーで売るのか、

外食事業者に売るのかで違うのに、その仕分けができていないということであった。販売先

のニーズはそれぞれ違うのだから、できた商品を単に売り込むのでは当然いけないわけで、

生産者にはそういった感覚がいま一つ足りない。 

 

●藤岡部会長 

さて、そろそろ、戦術５の林業・木材産業関係に移る。 

まず、本県の若手の林業従事者の数はどのような状況か。 

 

□森林整備課長 

現在、林業従事者は 1,700人ほどおり、新規参入者は毎年 140人ほどいる。建設業や製造

業からの転職者が非常に多く、新規学卒者はわずか数％である。建設業に携わっていた方で

あれば重機の運転ができるため、林業関係の重機も比較的簡単に操作できるので、就業もス

ムーズなようである。24年度実績では、新規参入者 140名のうち、36歳以上は約 90名、35

歳以下は約 50名だが、毎年、これくらいの数値で推移している。 

 

◎菊地委員 

    林業は皆さんのイメージと違って、今は非常に機械化されている。特にここ 10 年くらい

で、国の補助金を活用して機械の導入が進んだため、山で行われる作業のうち手作業は殆ど

なく、土建屋のような重機を扱う仕事になっている。一時、減少傾向にあった新規参入者が

また増加しているのは、機械化により作業の大変さだとか汚さだとかが軽減されたことが要

因だろう。また、森づくりという観点から、特に若い世代の間で地球温暖化などの環境問題

への関心が高いことが影響しているのではないかと思う。 

 

◎長谷川委員 

    石油燃料から再生可能エネルギーへの転換に向けて、稲わらからエタノールを抽出するな

ど、バイオマスを活用する動きが広まりつつある。県内の木質バイオマスの活用状況につい

てはどうか。 

 

   □林業・木材産業課長 

    一番大きなものは能代市の木質バイオマス発電所であり、3,000 キロワットの発電に利用

されている。また、向浜の大手工場の中に 1,000 キロワットを超える発電所が２か所あり、

もう少し小規模のものだと４か所あるほか、いわゆるボイラーも多数ある。これらは、木材

チップを燃料とするものであるが、チップを加工したペレットについても大分普及が進んで

おり、約 250世帯程の一般家庭の暖房や公共施設等のボイラーの燃料として使われている。 

    本県の素材生産量は年間約 100 万 m3 あるが、製材過程で製品として利用できない部分が
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必ず発生する。その部分をバイオマスとしてしっかり活用すれば、山元の所得向上につなげ

ることができるので、県としても、木質バイオマスの活用を進めていきたいと考えている。 

 

◎菊地委員 

    課長がおっしゃったように、木質バイオマスの活用には、山から木を伐採してきて発電用

の燃料等にする方法と、自社工場で発生した残材をおがくずや燃料等にする方法の２つある。

後者は、随分前から県内の多くの木材企業で行われているが、前者については、採算がとれ

るのかどうか不明であり、全国的に見てもまだ、大規模に取り組んでいる企業は少ない。 

    ただ、大規模発電での利用以外にも、地域の公衆浴場のお湯を沸かしたり、高齢者施設の

暖房にしたり、農業用ハウスを暖めたりなど、地域密着型の熱利用の方法があり、本県の場

合、そちらを重点的に進めるべきではないかと思う。 

 

◎橋本委員 

    林道や作業道などの路網整備は、どのくらい進んでいるものか。 

 

□森林整備課長 

 平成 24 年に、「秋田県林内路網の整備の促進に関する条例」が制定されたところであり、

平成 48 年度までに 4,560 ㎞の林道整備を行う計画である。昨年度は 7.2㎞を開設し、現在

までの累計開設延長は 2,900㎞である。また、林道の他に、整備コストの安い森林作業道を

昨年度約 500㎞開設したところであり、スギ人工林資源の成熟した地域を主体に団地を設定

し、効率的な整備を進めることとしている。 

 

●藤岡部会長 

秋田県の森林は、やはりスギの割合が高いのか。 

 

□森林整備課長 

針葉樹の９割はスギである。 

 

●藤岡部会長 

他にご意見・ご質問等がなければ、林業・木材産業関係については以上とし、戦術６の水

産業関係に移る。 

本県の場合、販売額が最も大きい水産物はハタハタかと思うが、その他にはどんなものが

あるのか。イワガキや男鹿のタイなど、色々あるはずだが、県外の方から見ると、どうも秋

田は水産業のイメージがないようで、もっと認知度を上げないといけないと感じる。 

 

□水産漁港課長 

    ハタハタ以外の魚種で多いのは、マダラやマアジ、サケ、カニなどである。秋田県沖は、

対馬暖流とリマン寒流がぶつかる海域のため、多種多様な魚種が獲れるが、漁業形態により、
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単一魚種を一度に大量に漁獲することはできない。また、周年同じ魚種が獲れることはなく、

例えば、春はマダイ、夏はイワガキやアワビ、秋はブリ、冬はハタハタと季節毎に異なるた

め、「北限の秋田ふぐ」など特徴的な魚種もあるものの、どうしても認知度に欠ける。 

マグロといえば大間のクロマグロが有名だが、あれも、実は秋田沖を通過している。入道

先沖にリマン海流によりつくられる冷水塊があり、これが岸にどれくらい近づくかによって、

暖流の流れる幅が大きくなったり狭まったりし、狭まると、クロマグロが男鹿半島の定置網

にかかる。そのように、秋田の場合は海の状況でも魚種や漁獲量が相当左右される。 

 

●藤岡部会長 

養殖の状況はどうか。 

 

□水産漁港課長 

養殖というと、網生け簀を内湾に並べて行うのが普通だが、本県の場合は、そのような静

穏な海域は男鹿の戸賀湾以外になく、戸賀湾でクロソイやヒラメなどの養殖を行っている程

度である。出荷には３～４年かかることから、施設を多数設置できる広い内湾がなければな

らない。他には、ここ２、３年、外洋を利用したワカメ養殖の取組を拡大している。 

 

◎橋本委員 

象潟のイワガキは、鳥海山の伏流水で育っているためか大変美味しいが、今は昔に比べて

値段も上がり、大きい物だと 500円以上する。私は、象潟のイワガキはハタハタ以上に価値

があるのではないかと思うが、養殖できないのか。 

 

□水産漁港課長 

イワガキの養殖を行っている県もあるが、例えば、500 円以上するようなイワガキは出荷

サイズまで成長するのに５～６年かかり、その間、静穏な海域にずっと置いておかなければ

ならないので、秋田の場合は戸賀湾でなければ不可能である。ちなみに、三陸はリアス式の

湾のため、秋田から出荷された種の養殖が行われている。 

最近は、漁港の防波堤の背後の静穏域を利用して、アワビなどの養殖を進めているが、大

規模な展開は難しい。 

 

●藤岡部会長 

内水面の状況はどうか。 

 

□水産漁港課長 

    アユの場合はどちらかというと養殖が多く、県内各河川で毎年 100キロ程の種苗を放流し

ている。７月１日にアユ釣りが解禁されたが、よく釣れることから遊漁スポットとして有名

であり、県内外からたくさんの愛好家が訪れている。食資源というよりは、観光資源として

の活用が進んでいる。 
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◎田村委員 

    沖に行けば、水産資源が豊富で大量に獲れると聞いたのだが、それは本当か。 

 

□水産漁港課長 

    秋田では、定置網と底びき網による漁獲が６～７割で、底びき網だと、ハタハタやマダラ、

エビやカニが獲れるのだが、だいたい、一番深いところで水深 400 メートルくらいである。

更に深いところだと、ベニズワイガニの籠漁業などで、水深 800メートルから 1,200メート

ルくらいになる。これらは、海の底の方を利用する漁業であるが、田村委員がおっしゃるの

は、おそらく巻き網漁業のことで、確かに 10 年くらい前は、マサバやマイワシの漁場が形

成されていたため、年間７万トンほどの水揚げがあった。これは、相当資本の要る漁法であ

り、現在はこれを行う漁業者は県内にいない。また、最近は、秋田沖にそのような漁場がな

くなり、県外から巻き網船団が来ることも殆どなくなっている。 

 

●藤岡部会長 

他にご質問やご意見はないか。なければ、農業、林業・木材産業、水産業と一通り議論し

たため、全体に関してご意見等を伺う。 

 

◎田村委員 

    「秋田県版ＧＡＰ（農業生産工程管理）」について、これは、秋田県で認証するというこ

とか。私どももＪＡ秋田おばこのＧＡＰ認証を受けているのだが、元々は現場でのたばこを

やめさせるために始めたことだった。集落営農の場合、代表も構成員も基本的に立場は対等

なので、徹底するのが難しかったためだ。米でも野菜でも、ほ場にたばこの吸い殻が落ちて

いたら今の時代はアウトだが、農家の間ではまだ「ＧＡＰって何だ？」という感覚だと思う。

県では、どのように推進していく予定か。 

 

   □水田総合利用課長 

    「秋田県版ＧＡＰ」は、基本的に、全国共通のＧＡＰから使いやすい項目を 60 項目ほど

選んだもので、水稲編、野菜編、果樹編、きのこ編と、数種類ある。要は、自己責任の意識

付けのための取組であるが、農協の指導員や普及員の方々に徹底的に知識を吹き込み、現場

に浸透させるよう努めている。24 年度末時点では、品目は重なるが、77 産地で取り組んで

いる。当然、生産サイドの意識向上は重要なので、今後も更に広げていきたいと考えている。 

 

●藤岡部会長 

戦術４の人材育成の部分にも取組として記載されているが、私どものような法人や、特に

集落営農組織は世代交代の時期に入っており、代表者の息子であれ第三者であれ、事業継承

が進まなければ、またゼロに戻ってしまう。他の都道府県も同様で、そこをどう上手く進め

るかが、私ども法人協会でも大きな課題となっている。農業の技術に長けていても、組織の
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トップになれるかというと、そうではない。組織が若い世代へと引き継がれるよう、借入金

の申込書に判を押せるような次の“経営者”を育成しなければならないが、それには行政に

よる様々な指導・支援が不可欠なので、鋭意検討していただきたい。 

 

◎菊地委員 

県や金融機関、商工会議所等の会合でも、事業継承の問題が度々取り上げられる。例え

ば、サラリーマンの中に優秀な人がいて、事業をやらないかと誘っても、たいていは妻が反

対する。なぜなら、経営者は個人保証というリスクを背負うことになるからだ。 

一方、海外では、会社の代表者としての判は必要だが、経営者個人の判は要らない。基

本的に銀行は資本金として会社に直接融資するため、会社が倒産しても経営者個人が破産す

るわけではなく、リターン・マッチもある。例えば、アメリカのシリコンバレーの会社トッ

プの倒産経験は平均３回である。なぜ４回目もチャレンジできるかというと、過去３回の失

敗が経験として生かされ、経営能力が上がっているからである。片や日本では、自宅を差し

押さえられるなど、経営者個人が返済を迫られることとなり、破産すれば終わりなので、そ

んなリスクを負ってまで経営者になる人はなかなかいない。 

そのような事態について、特に商工中金などが懸念を抱いており、最近は、融資の際の

連帯保証人は不要になりつつあり、経営者本人による個人保証についても見直しの動きが見

られる。融資の際に個人保証が求められる限り、それなりに豊かになった今の時代に「起業

したい」などと言う人は出てくるわけがなく、これはあらゆる業種にとって共通の問題であ

る。日本は、金融面での抜本的な改革が必要だ。 

 

●藤岡部会長 

貴重なご意見であった。他に何かあるか。 

 

◎長谷川委員 

加工に関することだが、日頃から秋田の食文化は発酵文化だと感じている。例えばハタハ

タ寿司は、先日、総合食品センターで聞いたところ、同じ県内でも、県北、県央、県南で漬

け方が違うようだった。日本酒は、１次から３次まで本県で出来る商品であるし、県南を中

心とした、いぶりがっこもある。 

ハタハタが加工品となる割合や、これらの県外での販売状況等はいかがか。 

 

□水産漁港課長 

 ハタハタについては、昨年度は 2,000トンの漁獲量があったが、漁協からはほぼ全て鮮魚

として出荷されており、それから先は私どもも分からない。一部漁協等から聞くと、ハタハ

タ寿司などの加工に使われるものは一度冷凍され、順次、加工用に出荷されるようである。 

 

□秋田うまいもの販売課まるごと売込み班長 

 独自のリサーチなどは行っていないが、物産展の販売状況を見ると、県外、特に首都圏で
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圧倒的に売れているのは稲庭うどんであり、いぶりがっこについては最近、売上げが伸びて

きている。もちろん日本酒も人気商品である。 

ハタハタ寿司については、ある程度の売上げがあるものの、稲庭うどん等に比べてまだま

だ認知度が低い。ハタハタの首都圏等への出荷拡大を図るため、３年前から東京で「ハタハ

タフェスティバル」というイベントを開催しており、ハタハタ寿司などの加工品についても

ＰＲしているところであるが、より多くの県外消費者に認知してもらえるよう、今後もＰＲ

に努めてまいりたい。 

 

●藤岡部会長 

まだまだご意見等があるかと思うが、予定の時間を過ぎたので、ここで本日の意見交換を

終了する。 

事務局においては、本日の意見を踏まえて、次期プラン骨子案の作成をお願いする。 

 

－議事終了－ 


